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〔都道府県の食〕
耕地面積（田畑計）
農林水産省「令和元年耕地面積」
コメの作付面積（水稲延べ）、収穫量（水稲）
農林水産省「作物統計」（2019年）
注　：子実用
飼育頭数（肉用牛、豚、鶏（〈ブロイラー〉）
農林水産省「畜産統計」（2019年）
海面漁業漁獲量（天然・養殖）
農林水産省「漁業・養殖業生産統計」（2018年）
注　：養殖は種苗養殖を除く。
食料自給率（カロリーベース）
農林水産省「都道府県別食料自給率」
注　：2017年度概算値。
エンゲル係数
総務省「家計調査」（2019年）
注　：２人以上の世帯。
年間支出（食料費、牛乳・乳製品、調味料、生
鮮野菜、果物、外食、調理食品）
総務省「家計調査」（2019年）
注　：２人以上の世帯。

◆生　産
農林水産省「生産農業所得統計」（2018年）

◆消　費
総務省「家計調査」（2019年）
注　：２人以上の世帯。「発泡酒他」は発泡酒・
ビール風アルコール飲料。「カクテル等」には
チューハイを含む。「アイスクリーム」はシャー
ベットを含む。

◆食品産業
食料品製造業事業所数、食料品出荷額
経済産業省「工業統計」（2018年）
注　：従業者４人以上の事業所。
飲食料小売額、百貨店・総合スーパー数、飲食
料小売店数、コンビニ数、ドラッグストア数
総務省「経済センサス―活動調査」（2016年）

〔Data で見る都道府県〕
◆快適度
※グラフは項目ごとの各県の偏差値を示し、人
口密度・物価格差・犯罪件数については低いほ
ど外側になっています。
人口密度
国土交通省「全国都道府県市区町村別面積調
（2019年 10月１日時点）」、総務省「人口推計」
（2018年）
物価価格差
総務省「小売物価統計調査（構造編）」（2018年）
注　：全国平均＝100。
県（道、都、府、）民所得
内閣府「県民経済計算」（2015年度）
注　：平成23年基準計数。

犯罪認知件数
警察庁「犯罪統計」（2019年）、総務省「人口推計」
（2018年）
旅行に行く人の割合
総務省「社会生活基本調査」（2016年）
注　：10歳以上、国内１泊２日以上の観光旅行。
医師数
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（2019
年）、総務省「人口推計」（2018年）
注　：従業地による。

◆行動ウエート
総務省「社会生活基本調査」（2016年）
注　：10歳以上の1日当たりの平均行動時間。
※グラフは、行動時間の長さを項目ごとに偏差
値化しています。外側ほど他県に比べて行動時
間が長いことを示しています。１日の生活行動
のなかでどこに重点を置いているか、傾向がわ
かります。

◆人　口
人口、人口増減数
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態
及び世帯数」
注　：2019年１月１日現在。
出生率、死亡率
厚生労働省「人口動態調査」（2018年）
外国人の割合
法務省「在留外国人統計」、総務省「人口推計」
注　：総人口は 2018 年 10 月、外国人は
2019年６月末の数値。

◆家　庭
総務省「家計調査」（2019年）
注　：２人以上の世帯。

◆世　帯
世帯数、平均人員
総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態
及び世帯数」
注　：2019年１月１日現在。
核家族世帯率、単身者世帯率、高齢者世帯率
総務省「国勢調査」（2015年）
注　：世帯の総数に単身世帯を含む。

◆家　計
貯蓄現在高（平均値）、負債現在高（平均値）
総務省「家計調査」（貯蓄・負債編）（2018年）
注：２人以上の世帯。
消費支出、家賃地代、水道光熱費
総務省「家計調査」（2019年）
注　：２人以上の世帯。

◆消　費
総務省「家計調査」（2019年）

注　：２人以上の世帯。「教育費」は授業料等、
教科書・学習参考教材、補習教育。「自動車等
関係費」は自動車等購入、自転車購入、自動車
等維持。「通信費」は郵便料、電話通信料、運
送料等。

◆外国人旅行者
観光庁「宿泊旅行統計調査」（2019年）

◆男　女
身長、体重
文部科学省「学校保健統計調査」（2019年度）
注　：17歳の速報値。
寿　命
厚生労働省「都道府県別生命表」（2015年）
初婚年齢、婚姻率、離婚率
厚生労働省「人口動態調査」（2018年）

◆気　候
気象庁（2019年）

◆産　業
総事業所数、小売事業所数、卸売事業所数
経済産業省「経済センサス‐活動調査」（2016
年）
上場企業数、代表取締役出身数
㈱帝国データバンク
注　：2019年８月時点。

◆経　済
県（道、都、府）内総生産
内閣府「県民経済計算」（2015年度）
注　：平成 23年基準計数、生産側、実質、連
鎖方式。
企業倒産数
㈱東京商工リサーチ「全国企業倒産白書2019」
有効求人倍率
厚生労働省「労働市場年報」（2018年）
注　：新規学卒者およびパートタイムを除く。
月額給与
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2018年）
注　：企業規模10人以上、所定内給与額。

◆労　働
労働時間
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2018年）
注　：企業規模 10人以上。所定内実労働＋超
過実労働の合計。
通勤時間
総務省「社会生活基本調査」（2016年）
注　：通学を含む。行動者の平均時間。

勤続年数、大卒初任給、パート時給
厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2018年）
注　：企業規模10人以上。「パート時給」は女
性パートタイマー１時間当たり所定内給与額。

◆社　会
中高年の就職率
厚生労働省「職業安定業務統計」（2018年）
注　：45歳以上、パートタイマーを除く。
失業率
総務省「労働力調査」（2019年）
注　：モデル推計値。
自殺者数
警察庁「令和元年中における自殺の状況」（速
報）、総務省「人口推計」（2018年）
注　：自殺者数は、死体が発見された都道府県
に計上している。
生活保護世帯数
厚生労働省「被保護者調査」（2017年）
少年犯罪数
警察庁「平成 30年中における少年の補導及び
保護の概況」
注　：中学生・高校生の検挙・補導人員。

◆福　祉
病院数、一般診療所数
厚生労働省「医療施設調査」（2018年）
注　：10万人当たりの数。
児童福祉施設数、老人福祉センター数
厚生労働省「社会福祉施設等調査」（2018年）、
総務省「人口推計」
注　：10万人当たりの数。2018年 10月１日
時点の数字。
図書館数
文部科学省「社会教育調査」2018 年度（中間
報告）、総務省「人口推計」（2018年）
注　：10万人当たりの数。2018年 10月１日
時点の数字。

◆教　育
大学進学率、高卒の割合
文部科学省「学校基本調査」（2019年度）
注　：通信教育を含む全日制・定時制の計。「高
卒の割合」は高校卒業者（通信教育を含む全日
制・定時制の計）に占める就職者の割合。
学校の IT 化
文部科学省「学校における教育の情報化の実態
等に関する調査結果」（2018年度）
注　：教育用コンピューター１台当たりの児童
生徒数。児童生徒数（小中高校、中等教育、特
別支援学校）は2018年５月１日現在。
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教科書・参考書費、補習教育費
総務省「家計調査」（2019年）
注　：２人以上の世帯。「補習教育費」は幼児・
小学校、中学校、高校・予備校の補習教育。

◆交通・通信
自動車保有台数
：総務省「全国消費実態調査」（2014年）
注　：２人以上の世帯、1,000世帯当たり。
ガソリン代、交通費、電話代
総務省「家計調査」（2019年）
注：２人以上の世帯。「交通費」は鉄道運賃、
バス代、定期代、タクシー代、航空運賃、有料
道路料、他の交通。「電話代」は移動電話・固
定電話の通信料。
交通事故死亡者数
警察庁「交通事故死者数について」（2019年）

◆学　校
保育所数
厚生労働省「社会福祉施設等調査」（2018年）
幼稚園数、小学校数、高校数
文部科学省「学校基本調査」（2019年度）
注　：「高校数」は全日制・定時制の本校と分
校の合計。「大学数」は大学本部の所在地。

◆スポーツ
スポーツをする人の割合
（野球、ゴルフ、サッカー）
総務省「社会生活基本調査」（2016年）
注　：10歳以上。「野球」はキャッチボールを
含む。「ゴルフ」は練習場を含む。「サッカー」
はフットサルを含む。
ラグビー部のある高校、高校陸上部員数の割合
（公財）全国高等学校体育連盟、文部科学省「学
校基本調査」（2019年度）
注　： 2018 年８月現在の全日制＋定通制の加
盟・登録状況。「ラグビー部」はラグビーフッ
トボール男子。「高校陸上部員」は陸上競技。

◆娯　楽
博物館数
文部科学省「社会教育調査」2018 年度（中間
報告）、総務省「人口推計」（2018年）
注　：10万人当たりの数。2018年 10月１日
時点の数字。
映画館数
（一社）日本映画製作者連盟、総務省「人口推計」
（2018年）
注　：2019年12月末現在。10万人当たりの数。
月謝類、書籍雑誌費
：総務省「家計調査」（2019年）
注：２人以上の世帯。「月謝類」は語学・音楽
等教育・教養的月謝、スポーツ月謝、自動車教
習料、家事月謝等。「書籍雑誌費」は新聞、雑
誌（週刊誌を含む）、書籍等。
海外旅行に行く人の割合
総務省「社会生活基本調査」（2016年）
注　：10歳以上、海外１泊２日以上の観光旅行。




